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【PTA会長 あいさつ】 

皆さんお疲れ様です。今年度 PTA会長を務めさせていただくことになりました中尾と申します。今日の 

午前中は学校公開、セーフティー教室、午後は学習説明会、部活説明会、部活保護者会がありましたので、 

大変お疲れだと思いますが、第１回運営委員会にご出席いただき誠にありがとうございます。また、今年度、

PTAの委員を引き受けてくださり大変感謝しております。PTA活動を通じて保護者同士や先生方との交流

を深めて、子どもたちの応援団としてサポートしていければと考えております。 

今年度は学校開校 10周年の節目の年でもありますので、これまで以上に皆様のお力をお借りすることに 

なると思いますが、1年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

【校長先生 あいさつ】 

 本日は、第１回目の運営員会に多数の保護者の方に参加いただきありがとうございました。平成 30年度

の緑野中学校も１ヶ月が経ちました。この間に１年生は、オリエンテーションを兼ねて山中湖の移動教室に

全員が参加し、様々な体験学習を実施し、友達関係もずいぶん良くなったようです。部活動の仮入部期間も

終わり、正式に多くの生徒が入部しました。昨年は、100％部活動に入部していましたが、今年の１年生は、

学校外のクラブ活動や習い事をしている生徒で、部活動には両立が難しいということで、入部しなかった生

徒も数人いました。２年生・３年生は、それぞれ順調にスタートをきることができました。特に３年生は、

４月３日に転入生があり、３学級編成となりました。各学級の人数も 27人と少なくなり、授業にも昨年以

上に落ち着いて取り組んでいます。１ヶ月後には、体育祭もあり、各学年３学級の色別の対抗が実施できま

すので、昨年以上に盛り上がった体育祭を実施できると思っています。是非、当日は多くの保護者の方の参観を期待しています。 

 また、今年度緑野中学校は、平成 20年度に開校して、開校 10周年となります。11月には、開校式典・祝賀会を予定してい

ます。生徒には、実行委員会とＰＴＡから記念品としてＴシャツをプレゼントしていただくことになりました。できるだけ活用

してもらいたいということで、記念式典ではなく、体育祭で全員が着られるように前日にプレゼントしていただけることになり

ました。これも楽しみにしていてください。この他にも記念講演会を 11 月 10 日（土）の学校公開の日に実施します。講演会

の講師として、東京大学の福島 智教授にお願いすることになっています。良いお話を聞くことができると思いますので、是非 

多くの保護者の方に参加していただきたいと思っています。 

 

【副校長先生 あいさつ】 

こんにちは、副校長の佐藤です。平成 30 年度は中尾 PTA 会長以下新 PTA 役員のみなさん、一致団結

して明るく、楽しく充実した緑野中学校 PTA活動を創り上げていきましょう。今年度も私からのお願いは

同じです。「緑野中学校をいい目で見て下さい。」ということです。中学校教育は、（先生も生徒も）まわり

から、社会から、とかく悪い目で（批判的な目で）見られやすい。どうかここいる PTAのみなさんは、 

緑野中学校での教育活動を「いい目」で見ていただきたい。そして、お子様を「ほめて」育てていただきた

い。そのような「いい目」がよい学校、生徒を創り上げる秘訣だと思っております。どうか今年度も、緑野

中の PTA活動をよろしくお願いします。 

 

日 時： 平成 30年 5月１２日(土) １６時００分 ～ １６時 30分 

開 催 場 所： 緑野中学校 2F会議室 

出 席 者： 先生 ２名 役員・会計監査 10名（新旧含む） 委員・サークル代表２２名 

一般 ３名 合計 37名 

保護者の皆様 平成 30 年 5 月 22 日 

中 野 区 立 緑 野 中 学 校 

PTA 会 長  中 尾 行 夫 

人と人の成長を支えあう 

心のサポーター！ 

田代雅規 校長先生 

佐藤康二 副校長先生 



- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★２年主任 中里 洋 先生より★ 

昨年度末から今年度初めにかけて転校もあり、現在９６名での生活を送っています。２年生の特徴は、生徒同士の壁が低く

仲のよいところだと思います。しかしそれが、だらけや気の緩み、だらしなさ、人に嫌な思いをさせることに繋がらないよう

に見ていきたいと思います。上級生としての自覚は、まだまだこれから育っていくと思います。まずは体育祭で、先輩として

一生懸命に取り組む姿を見せてほしいです。それは、競技面だけでなく、全体の集合時や係の仕事なども含めてです。昨年と

はまたひと味違った努力の成果が見られると思いますので、当日は、お時間の許す限り是非応援にきてください。 

大きな動きでは、７月の社会科見学に向けて取り組みもちょうど始まったところです。以前に、予定が変更になったお知ら

せをしましたが、今年度は７月６日（金）に都内巡りを行います。浅草エリア、上野・湯島・お茶の水エリア、両国・築地・

深川エリアからそれぞれ最低１カ所ずつを巡って一日行動をします。昨年度の横浜よりも、行動範囲はぐっと大きくなります

が、お互いに協力し合って、助け合える一日になってほしいと思います。 

６月には、早速定期考査があります。体育祭が終わってすぐに試験範囲表が配られることになるので、なかなか気持ちの 

切り替えがしづらいと思いますが、学習面でもいいスタートが切れるように、各ご家庭でも声かけ、応援等をよろしくお願い

いたします。 

★３年主任 山北 大地 先生より★ 

今年度から３クラスに戻り、広くなった教室で落ち着いた、前向きな学校生活を送っています。３年生になった自覚と、 

自分自身の進路を決めなければいけない年になったんだという意識を持つことができているように感じます。この２年間で、

３年生は大きく成長しました。１、２年生のころに比べ言動は大人になり、自分自身で判断して動くようになりました。また、

現状に満足せず、もっと上を目指したいという意欲をもって生活しています。 

校内では、すでに体育祭の選手が決まり、体育の授業では学年種目の大ムカデ競争や大縄跳びの練習が始まっています。 

各クラスがより良い方法を考えて、工夫しながら練習に取り組んでいます。来週からは応援団の練習も始まり、いよいよ体育

祭シーズンに突入します。２１日からは、体育着登校も始まります。ご負担をおかけしますがよろしくお願いいたします。 

体育祭が終わると、すぐに前期中間考査があります。進路説明会や合同進路相談会もあり、進路の動きも忙しくなってきま

す。生徒の中には、最後の大会を戦いながら定期考査や進路の準備を進めていく生徒もいます。夏休み直前には、修学旅行も

あるので、夏休みまでは本当に忙しい日々を送ることになります。 

学校では、時間を上手に使うことを指導していますが、疲れがたまってくると、思うようにいかないことも増えてくると 

思います。心身ともにストレスがかかると思いますので、ご家庭でも支えていただけると助かります。卒業まで１８３日。 

残された時間を大切に、中学校生活最後の１年を過ごしていきたいと思います。１年間よろしくお願いします。 

各学年の先生方から、生徒たちの様子のコメントをいただきました 
★１年主任 永尾 啓悟 先生より★ 

入学式から早、1 ヶ月が過ぎました。生徒たちは中学校での生活にも慣れ、友達の輪も広がって楽しく毎日を過ごしている

ようです。 

山中湖移動教室では、107名全員が参加することができたことが何よりの喜びです。心配された雨も「宿舎に着いたら」「バ

スでの移動中だけ」のように、行程に大きな影響を与えない時間帯を狙ったかのように降りました。夜のレクも、短い準備期

間で学級委員のヒトメンバーが考え準備してくれ、大変盛り上がり親睦を深めることができました。大自然に囲まれ、楽しい

中にも多くのことを学べる 2日間になったと思います。 

部活動にもほぼ全員の生徒が加入し、学校外のチームや競技でも全国規模で活躍する生徒もいます。それぞれ自分が興味を

もったことや得意分野をさらに伸ばせるよう、日々取り組んでいます。 

また、体育祭に向けて各クラス選手決めやスローガン決めを実行委員を中心に協力して行ないました。クラス旗やプログラ

ム表紙絵など、運動以外のところでも力を発揮して頑張ってくれています。実行委員会や応援団などの活動も本格化し、先輩

を見習って頑張っています。 

慣れてきたことの弊害として、楽しいことばかりに意識が集中し、注意されるまで気づけないことが出始めて来ました。 

お互いに注意し合うことはもちろんですが、まずは自分自身が、今やるべきことを考え判断して行動する力や周りへの配慮な

ど、中学生として集団生活を送る上で大切な力を身に付けてほしいと願い、指導していきます。保護者の皆様も気になること、

心配なことがありましたら、遠慮なく学校にご相談ください。 
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【役員・各委員会・サークル：活動報告や今後の予定など】 

 

＜学級代表委員会＞ 

5/22（火）PTA会費集金予定  
＜広報委員会＞ 
5/12（土）第１回定例会 

 
＜文化委員会＞ 
特になし 

 

＜校外委員会＞ 
5/23（水） 午前 10時～ 野方地区委員会総会 

 
＜推薦委員会＞ 
4/29〜 今後のスケジュール調整 

 
＜バレーボール＞ 

＜卓球＞ 
4/25(水)、5/9(水)、通常練習 

 

＜役員＞ 

4/ 4（水） 中 P連 定例会長会 

4/ 6（金） 緑野小・北原小・平和の森小学校入学式参列 

4/ 9（月） 緑野中学校入学式/ PTA紹介と一年生委員決め 

4/11（水）中 P連 事業委員会 

4/18（水）中 P連 臨時会長会 

4/21（土）10周年行事実行委員会 

 中 P連  副会長会出席 

      学年別保護者会委員決め 

委員全体会 

4/27（金） 協力員振分作業 

5/ 2（水） 離任式参列 

6/22（金）顔合わせ＆練習

 

 

【PTAスローガン】（中尾 会長） 

今年度のスローガンは昨年に引き続き『子どもたちの応援団ＰＴＡ～人と人の成長を支えあう心のサポーター』です。 

・多くの保護者に学校に足を運んでもらい、学校生活の理解を深める。 

・学校と保護者が協力して子どもたちの生活環境の改善や活動を応援する。 

・保護者同士の連携・交流を広げる。 

 

今年度はホームページを利用して PTAの活動を発信して行きたいと考えています。 

運営委員会だよりについては、第 1回運営委員会議事録は印刷物で配布しますが、2回目以降は印刷物を配布せずにホームペー

ジを活用します。マメールも活用して、皆様にわかりやすいように工夫していきたいと思います。 

もしホームページが見られない方がいらしたら、PTA室の前に掲示するか、印刷物を何部が置くようにしたいと思います。 

 

【PTA総会の流れ】（副会長 隅田） 

運営委員会後に、こちらの場所で引き続き PTA総会を開催いたしますので、ご出席していただければと思います。 

総会の最後に今日出席していただいた方に一人ずつ簡単に自己紹介をしていただきますでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

【周年行事について】（中尾 会長） 

周年行事の式典は、11 月 17 日（土）に行う予定です。周年行事実行委員会および緑野 PTA から記念Ｔシャツを生徒にプレ

ゼントすることになりました。また、保護者の皆様にはポロシャツ（色：ネイビー・ピンク）を 1枚 1,800円で販売します。 

体育祭会場にて販売いたしますので、皆様、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

（校長先生より補足説明） 

周年行事の前、10月 16日には合唱コンクールがあります。緑野ならではのイベントを考えていきたいと思っています。また、

11月 10日には、周年記念講演会を開催いたしますので、是非お越しください。 

 

質疑応答 

Ｑ 周年行事でのお手伝いとは具体的にどのようなことをするのですか？ 

Ａ 主に、受付、祝賀会の対応になると思いますが、詳細が決まりましたらお知らせいたします。 

 

 

【その他】 

■体育祭について（副会長 中埜） 

体育祭は例年通り執り行われますが、お手伝いについて一点変更点があります。 

例年、体育祭は学代の方にお手伝いいただいておりますが、今年度は協力員の方のみのお手伝いとなっておりますので、よろし

くお願いいたします。 

＜保護者向け周年記念ポロシャツの販売について＞ 

中尾会長からもお話がありましたが、周年記念品として保護者向けに周年記念ポロシャツをご用意しております。 
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体育祭当日、1 枚 1,800 円にて販売を予定しています。収益金については緑野中学校に寄付し、学校備品等の購入のために役

立ちますので、皆様お誘い合わせの上、ご購入の検討よろしくお願い申し上げます。 

 

■標準服リサイクルについて（担当：古屋・源） 

今年度も引き続き、緑野中標準服のリサイクルを行います。利用方法は基本的には例年通りですが、今年度から回収方法が一部

変わります。昨年度までは体育祭当日に回収していましたが、今年度の回収は「学校公開日」のみ、時間は午前中 11 時～12

時です。リサイクル品を使用したい場合は、「一時貸し出し（後日返却）」と「保有（返却不要）」と選べます。学校が空いてい

る時間帯であれば自由に選んでお持ちいただけますが、必ず記入用紙にご記入ください。ご不明な点がありましたら、PTA の

メール midorino.jhs.pta@gmail.com にお問い合わせください。 

PTA室の入り口に下記の利用方法の説明を掲示していますので、内容をご確認ください。今後、緑野中 PTAのホームページに

も掲載する予定です。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

■書記より（書記 後藤） 

今年の書記は、みなさまの情報を集めて記録するにあたり、PTA の働き方改革と効率化、ICT 化、情報の双方向化、印刷代の

コストダウンのため、ホームページの活用を目指しています。 手軽に楽しく、開かれた PTA活動にできるよう、具体的な方法

については学校の先生方と相談しながら進めて参りたいと思います。 

 

■会計より（会計 西原） 

➀ PTA会費集金について 

この後の総会で承認されました後、皆様にはご案内いたします。 

 

② 活動費受け渡しについて〈予算仮払い〉 

次回 7月の運営委員会にて、活動費の仮払いを予定しております。出席される委員の方は印鑑を必ずご持参ください。 

 

③ PTA保険について 

例年通り加入の予定です。詳細は 7月の運営委員会にて報告を予定しております。 

 

⓸ 周年積立金について 

この後の総会で承認されました後、今年度の積立金を加えた金額を『周年実行委員会』の口座に振り込みます。積立金の 

使用用途につきましては、周年実行委員会からの会計報告をご覧ください。 

 

⑤ 各委員の方には「連絡費」を総会終了後にお渡しいたします。 

 

mailto:midorino.jhs.pta@gmail.com
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■運営委員会の日程 

例年、運営委員会は奇数月で年６回開催していましたが、今年度は周年行事等もございますので年４回とさせていただきます。 

運営委員会メンバ―だけではなく、メンバー以外の皆さんにも参加していただきご理解を得たいという校長先生のお考えでもご

ざいます。事前にマメール・ホームページにて「運営委員会のお知らせ」をご連絡しますので、そちらで内容をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メール配信システム「マメール」への登録は 

お済みでしょうか？ 
 

PTA活動の内容、運営委員会のお知らせ・運営委員会だより（議事録）

など、今後はホームページで配信していきます。更新内容などは 

「マメール」でお知らせしますので、登録がまだの方はご登録ください！！ 

 

登録方法は裏面をご確認ください →→→→→   

＜バレーボールサークル＞ 

中 P連の大会に向けて楽しく練習しています。 

体を動かしてストレス解消！ 

ぜひ一度見に来てくださいね。 

練習日：毎週金曜日 

時間： 19:00〜21:30 

場所： 緑野中体育館 

代表： 松下 真希 

 

＜卓球サークル＞ 

初心者・経験者大歓迎 パパさん大歓迎 

一緒に楽しくやりましょう！ 

体験・見学にぜひ一度いらしてください！ 

練習日：基本第２・第４水曜日 

時間： 19:00〜21:30 

場所： 緑野中地下体育館 

代表： 新堀 みさ 

 

今後の行事予定 

5月 22日（火） ＰＴＡ会費集金 

6月  ２日（土） 体育祭 ※予備日 6/5、6/6 

6月  ９日（土） 学校公開日 

6月 30日（土） 社会を明るくする運動 

7月  ７日（土） 学校公開日・合同進路相談会 

第 2回運営委員会 

今後の運営委員会日程 

第 2回 7/７（土）←14日（土）から変更になりました   第 3回 ２/16（土）   第 4回 ３/15（金） 
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「マメール」への登録方法 
 

① あなたの携帯電話から、以下のメールアドレスへカラのメールを送信してください。 

もしくは、以下のQRコードを読み取ると簡単に操作することができます。 

 

 

midorino.jhs.pta@mamail.jp 
 

 

 
 

 

※ カラのメールとは、件名欄も本文欄にも何も入力しないメールのことです。 

※ カラのメールが送信できない機種がございます。その場合は本文欄に「入会」の二文字のみを入力して送信
してください。 

※ カラのメールのつもりでも、そうなっていない場合があります。自動署名機能がオンになっているとカラの
メールになりません。入会の時だけ一時的にその機能をオフにして入会してください。 

 

② 数秒後に「入会お礼メール」が返信されてきます。 

※ 入会お礼メールが返信されてこない場合は、迷惑メール防止機能の設定を確認してください。 

 

③ メールの内容をお読みになり、本文の最後尾にあるリンクをクリックしてください。 

プロフィール入力画面が表示されます。 

※アプリケーションロック機能がオンになっていると、リンクをクリックできない場合があります。その際は

ロックを解除してください。 

 

④ あなたのお名前などのプロフィール情報を入力して、登録するボタンをクリックして 

ください。登録完了画面が表示されます。 

 

⑤ 以上で完了です。 

 

※ プロフィールを入力しなくてもメールの送受信は可能です。 

※ メールアドレスに特殊な記号が使用されていると、登録できない場合があります。その際はご相談ください。  

 

※迷惑メール防止機能を利用されている方は、mamail.jpからのメールを受信できるように設定してから

入会操作を行ってください。この設定を簡単に行うには、お持ちの携帯電話から以下のURLにアクセスし

てください。 バーコードを読み取ると簡単に操作することができます。 

 

http://www.mamail.jp/ds/ 

mailto:midorino.jhs.pta@mamail.jp

